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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

提出会社の経営指標等

回次
第15期
第３四半期
累計期間

第16期
第３四半期
累計期間

第15期
第３四半期
会計期間

第16期
第３四半期
会計期間

第15期

会計期間

自　平成21年
３月１日

至　平成21年
11月30日

自　平成22年
３月１日

至　平成22年
11月30日

自　平成21年
９月１日

至　平成21年
11月30日

自　平成22年
９月１日

至　平成22年
11月30日

自　平成21年
３月１日

至　平成22年
２月28日

売上高 （千円） 3,850,2604,638,5501,381,5021,681,3285,230,786

経常利益 （千円） 299,282 286,346 157,445 144,287 357,551

四半期（当期）純利益 （千円） 147,121 157,944 83,351 77,105 176,004

持分法を適用した

場合の投資利益
（千円） － － － － －

資本金 （千円） － － 235,450 360,193 238,700

発行済株式総数 （株） － － 12,0102,721,80012,140

純資産額 （千円） － － 978,0671,390,1021,013,450

総資産額 （千円） － － 2,163,1522,619,6522,326,444

１株当たり純資産額 （円） － － 81,437.73510.7383,480.24

１株当たり四半期

（当期）純利益
（円） 12,249.95 60.89 6,940.19 28.33 14,628.06

潜在株式調整後

１株当たり四半期

（当期）純利益

（円） 11,902.10 59.70 6,730.59 27.89 14,224.91

１株当たり配当額 （円） － － － － 2,000

自己資本比率 （％） － － 45.2 53.1 43.6

営業活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 132,971 6,982 － － 328,533

投資活動による

キャッシュ・フロー
（千円） △207,380△294,984 － － △293,066

財務活動による

キャッシュ・フロー
（千円） 181,046 258,906 － － 171,752

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（千円） － － 362,316 433,802 462,898

従業員数 （人） － － 206 245 207

（注）１　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移につい

ては記載しておりません。

２　売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　当社は平成22年３月１日付で１株につき200株の割合をもって株式分割を行なっております。

４　持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。
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２【事業の内容】

　当第３四半期会計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。

 

３【関係会社の状況】

　該当事項はありません。

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

　 平成22年11月30日現在

従業員数（人） 245(332)

（注）１．従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー及び契約社員）は、当第３四半期会計期間の平

均人員を外数で記載しております。

２．従業員数が前期末に比べ、38名増加したのは、業容拡大に伴う新規採用等によるものであります。
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第２【事業の状況】

１【仕入及び販売の状況】

(1）仕入実績

　当第３四半期会計期間の商品別仕入実績は、次のとおりであります。

品目

当第３四半期会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

仕入高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

生活雑貨 67,364 10.8 128.3

衣料・服飾雑貨 331,084 53.1 136.0

電化製品 130,194 20.9 92.2

家具 39,725 6.4 102.8

ホビー用品 35,516 5.7 112.4

その他 19,487 3.1 110.5

合計 623,372 　　100.0 　　118.7

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2）販売実績

　当第３四半期会計期間の商品別販売実績は、次のとおりであります。

事業 品目

当第３四半期会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

売上高（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

直営事業

生活雑貨 206,019 12.3 120.4

衣料・服飾雑貨 846,944 50.4 133.3

電化製品 363,067 21.6 109.2

家具 152,919 9.1 116.4

ホビー用品 99,175 5.9 108.5

その他 10,197 0.5 172.7

小計 1,678,323 99.8 122.7

ＦＣ事業 3,004 0.2 21.7

合計 1,681,328 100.0 121.7

（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　ＦＣ事業は、商品販売、加盟料・指導料・ロイヤリティ等であります。

　

２【事業等のリスク】

　当第３四半期会計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

３【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社トレジャー・ファクトリー(E03520)

四半期報告書

 4/29



４【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、円高やデフレ進行により、景気は踊り場局面にあり、雇用・所得環境

も本格的な回復には至らず、消費マインドも依然萎縮した状況が続いております。

一方で、節約志向やエコ意識を背景にした消費者へのリユース意識の浸透により、リユース市場は依然拡大してお

ります。清潔感のある店内に品質の良いリユース品を多数陳列し、一品モノとの出会いを提供することにより、これま

でリユースショップを利用したことがなかった消費者の店舗利用も増えております。

このような経営環境のもと、当社は、出店計画に沿って直営店の新規出店を進めるとともに、Web広告やWebを活用し

た情報発信の強化、ポイントサービス「トレポ」を使った販促展開などに取り組み、店舗の買取増加及び販売力強化

を図ってまいりました。

売上高は全社では前年同期比21.7％増、既存店では前年同期比1.4％減となりました。商品カテゴリー別では、衣料

・服飾雑貨が前年同期比33.3%増と大きく伸びました。

出店政策においては、総合リユース業態の「トレジャーファクトリー」（直営）を１店、服飾専門リユース業態の

「トレジャーファクトリースタイル」を３店出店し、平成22年11月末現在では、直営店が「トレジャーファクト

リー」39店、「トレジャーファクトリースタイル」９店の計48店、ＦＣ店が「トレジャーファクトリー」３店となり、

合計店舗数51店体制となりました。

利益面では、全社の売上総利益率が65.4％と前年同期に比べ0.6％低下し、既存店の売上総利益率も65.9％と前年同

期に比べ0.9％低下しました。売上総利益率は、衣料服飾雑貨などの値下げにより第２四半期会計期間に大きく悪化が

見られましたが、当第３四半期会計期間では回復傾向が見られました。販売費及び一般管理費は、新規出店が前倒しに

なったことによる出店費用増加などにより、販売費及び一般管理費比率は前年同期に比べ2.4％上昇し、56.9％となり

ました。

これらの結果、当第３四半期会計期間の業績につきましては、売上高1,681,328千円（前年同期比21.7％増）、営業

利益143,623千円（前年同期比9.2％減）、経常利益144,287千円（前年同期比8.4％減）、四半期純利益77,105千円

（前年同期比7.5％減）となりました。

　

　

(2）財政状態の分析

当第３四半期会計期間末における資産合計は、商品が113,460千円増加したこと及び、敷金及び保証金が72,732千円

増加したこと等により、前事業年度末と比較して293,207千円増加し、2,619,652千円となりました。

当第３四半期会計期間末における負債合計は、未払法人税等が88,958千円減少したこと等により、前事業年度末と

比較して83,444千円減少し、1,229,550千円となりました。

当第３四半期会計期間末における純資産合計は、新株式の発行による資本金の増加121,493千円、資本準備金の増加

121,493千円及び、四半期純利益により利益剰余金が157,944千円増加したこと等により、前事業年度末と比較して

376,652千円増加し、1,390,102千円となりました。
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(3）キャッシュ・フロー

当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、第２四半期会計期間末に比べ12,932千円増加し、

433,802千円となりました。

また当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　

　　(営業活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは19,816千円の収入（前年同四半期は16,727千円の

収入）となりました。これは主に税引前四半期純利益144,287千円、減価償却費35,699千円があった一方で、法人税等

の支払額84,275千円、たな卸資産の増加額40,544千円があったことによるものであります。

　　(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは118,861千円の支出（前年同四半期は86,836千円の

支出）となりました。これは主に店舗新設に伴う有形固定資産の取得による支出53,001千円、敷金及び保証金の差入

による支出25,265千円があったことによるものであります。

　　(財務活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは111,977千円の収入（前年同四半期は97,557千円の

収入）となりました。これは主に短期借入金の純増額115,000千円があったことによるものであります。

　

　 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

 

(5）研究開発活動

　該当事項はありません。　
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第３四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2）設備の新設、除却等の計画

　第２四半期会計期間末に計画していた重要な設備の新設のうち、当第３四半期会計期間において完了したものは

以下のとおりであります。

事業所名 所在地 設備の内容
投資金額
（千円）

資金調達
方法

完了年月
完成後の
増加能力
（㎡）

三鷹店 東京都武蔵野市 店舗 22,625増資資金 平成22年10月 405

習志野店 千葉県習志野市 店舗 28,646増資資金 平成22年11月 1,090

調布店 東京都調布市 店舗 23,939増資資金 平成22年11月 271

（注）１　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　２　三鷹店は服飾専門リユース業態の新規店舗であります。　　

　

　また、当第３四半期会計期間において新たに出店が具体化し、完了したものは以下のとおりであります。

事業所名 所在地 設備の内容
投資金額
（千円）

資金調達
方法

完了年月
完成後の
増加能力
（㎡）

高円寺２号店 東京都杉並区 店舗 17,294増資資金 平成22年11月 234

（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

  当第３四半期会計期間において、前四半期会計期間末に計画中であった重要な設備の新設、除却等について重要

な変更はありません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 7,040,000

計 7,040,000

　

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数（株）
（平成22年11月30日）

提出日現在
発行数（株）

（平成23年１月12日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 2,721,800 2,721,800
東京証券取引所

（マザーズ）

単元株式数

100株

計 2,721,800 2,721,800 － －

（注）　　提出日現在の発行数に平成23年１月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行さ

れた株式数は、含まれておりません。

　

（２）【新株予約権等の状況】

　旧商法第280条ノ20、第280条ノ21及び第280条ノ27の規定に基づき発行した新株予約権は、次のとおりであり

ます。

＜第１回新株予約権＞
株主総会の特別決議日（平成16年２月９日）

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成22年11月30日）

新株予約権の数（個） 50

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注１） 20,000

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注２） 250

新株予約権の行使期間
平成18年２月10日から

平成26年２月９日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　250

資本組入額　　125

新株予約権の行使の条件 （注３）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注３）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１　新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権１個につき目的となる株式数は400株とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次

の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該

時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端

数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率
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また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社と

なる株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認め

る株式数の調整を行うことができる。

２　当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により１株あたりの払込額（以下、「行使価額」とい

う。）を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 　

分割・併合の比率 　

また、当社が時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権（新株予約権付社債も含む。）の行使による場合

及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。）する場合、又は当社が時価を下回る価額

で自己株式を処分する場合（以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の１株あた

りの払込額は１株あたり処分価額と読み替えるものとする。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株あたり払込額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
調整前行使価額

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含まない。

３　新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　行使期間内といえども、当社株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されない限り、新株予約権を行使で

きないものとする。

②　新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。

③　新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社の取締

役、従業員の地位にあることを要するものとする。

ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転

籍等その他取締役会が認めた正当な理由の存する場合は、権利行使をなし得るものとする。

④　新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、新株予約権者が権利行

使期間開始後に死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。

⑤　その他の条件については、本株主総会決議及び新株予約権発行に係る取締役会決議に基づき、別途当社と新

株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

４　平成19年２月28日をもって１株を２株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の

数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額」が調整されております。

５　平成22年３月１日をもって１株を200株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の

数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額」が調整されております。
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＜第２回新株予約権＞
株主総会の特別決議日（平成17年５月25日）

区分
第３四半期会計期間末現在
（平成22年11月30日）

新株予約権の数（個） 141

新株予約権のうち自己新株予約権の数 －

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株）（注１） 56,400

新株予約権の行使時の払込金額（円）（注２） 250

新株予約権の行使期間
平成19年５月26日から

平成27年５月25日まで

新株予約権の行使により株式を発行する場合の

株式の発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　250

資本組入額　　125

新株予約権の行使の条件 （注３）

新株予約権の譲渡に関する事項 （注３）

代用払込みに関する事項 －

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 －

（注）１　新株予約権の目的となる株式の数

新株予約権１個につき目的となる株式数は400株とする。なお、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次

の算式により目的となる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該

時点で権利行使していない新株予約権の目的となる株式の数についてのみ行われ、調整の結果１株未満の端

数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い新株予約権が承継される場合又は当社が完全子会社と

なる株式交換若しくは株式移転を行い新株予約権が承継される場合、当社は、合併比率等に応じ必要と認め

る株式数の調整を行うことができる。

２　当社が株式分割又は株式併合を行う場合は、次の算式により１株あたりの払込額（以下、「行使価額」とい

う。）を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額＝調整前行使価額×
１ 　

分割・併合の比率 　

また、当社が時価を下回る価額で新株を発行（新株予約権（新株予約権付社債も含む。）の行使による場合

及び当社の普通株式に転換できる証券の転換による場合を除く。）する場合、又は当社が時価を下回る価額

で自己株式を処分する場合（以下の算式において、新規発行には処分も含むものとし、その場合の１株あた

りの払込額は１株あたり処分価額と読み替えるものとする。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整に

より生ずる１円未満の端数は切り上げる。

　
既発行株式数＋

新規発行株式数×１株あたり払込額

調整後行使価額＝調整前行使価額×
調整前行使価額

既発行株式数＋新規発行株式数

なお、算式中の既発行株式数には当社が保有する自己株式を含まない。

３　新株予約権の行使条件及び譲渡に関する事項は次のとおりであります。

①　行使期間内といえども、当社株式が、いずれかの金融商品取引所に上場されない限り、新株予約権を行使で

きないものとする。

②　新株予約権を譲渡するときは、取締役会の承認を要するものとする。

③　新株予約権の割当てを受けた者（以下、「新株予約権者」という。）は、権利行使時においても、当社の取締

役、従業員の地位にあることを要するものとする。

ただし、任期満了による退任、定年退職、会社都合による退任・退職、業務上の疾病に起因する退職、及び転

籍等その他取締役会が認めた正当な理由の存する場合は、権利行使をなし得るものとする。
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④　新株予約権者が死亡した場合は、新株予約権の相続を認めないものとする。ただし、新株予約権者が権利行

使期間開始後に死亡した場合は、その相続人が新株予約権を行使できるものとする。

⑤　その他の条件については、本株主総会決議及び新株予約権発行に係る取締役会決議に基づき、別途当社と新

株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約書」に定めるところによる。

４　平成19年２月28日をもって１株を２株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の

数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額」が調整されております。

５　平成22年３月１日をもって１株を200株に分割しております。これにより「新株予約権の目的となる株式の

数」、「新株予約権の行使時の払込金額」及び「新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行

価格及び資本組入額」が調整されております。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。　

　

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
　

（千円）

資本金残高
　

（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高
（千円）

平成22年３月１日

（注）１
2,415,8602,428,000 － 238,700 － 173,700

平成22年６月28日

（注）２
270,0002,698,000111,651350,351111,651285,351

平成22年７月８日

（注）３
23,8002,721,8009,841 360,193 9,841 295,193

平成22年９月１日～

平成22年11月30日
－ 2,721,800 － 360,193 － 295,193

（注）１　株式分割（１：200）によるものであります。

２　平成22年６月28日を払込期日とする一般募集による増資により、発行済株式総数が270,000株、資本金及び資本

準備金がそれぞれ111,651千円増加しております。

３　平成22年７月８日を払込期日とする第三者割当（オーバーアロットメントによる売出し関連した第三者割当増

資（割当先：岡三証券株式会社））による増資により、発行済株式総数が23,800株、資本金及び資本準備金が

それぞれ9,841千円増加しております。　

　

　

（６）【大株主の状況】

　大量保有報告書等の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において大株主の異動は把握しておりませ

ん。
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（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況については、株主名簿の記載内容が確認できず、記載すること

ができないため、直前の基準日である平成22年８月31日の株主名簿により記載しております。

①【発行済株式】

　 平成22年11月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － 　　　　　－

議決権制限株式（自己株式等） － － 　　　　　－

議決権制限株式（その他） － － 　　　　　－

完全議決権株式（自己株式等） － － 　　　　　－

完全議決権株式（その他） 普通株式　 　2,721,800 27,218　　　　　－

単元未満株式 － － 　　　　　－

発行済株式総数 2,721,800 － －

総株主の議決権 － 27,218 －

　

②【自己株式等】

　 平成22年11月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

－ － － － － －

計 － － － － －

　

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別
平成22年
３月

　
４月

　
５月

　
６月

　
７月

　
８月

　
９月

　
10月

　
11月

最高（円） 1,046 1,079 1,070 960 840 765 655 630 599

最低（円） 924 1,000 899 821 732 582 580 490 490

（注）　最高・最低株価は、東京証券取引所マザーズにおけるものであります。

　

３【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。
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第５【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期会計期間（平成21年９月１日から平成21年11月30日まで）及び前第３四半期累計期間（平成21

年３月１日から平成21年11月30日まで）は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期会計期間（平成

22年９月１日から平成22年11月30日まで）及び当第３四半期累計期間（平成22年３月１日から平成22年11月30日ま

で）は、改正後の四半期財務諸表等規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期会計期間（平成21年９月１日から平成21

年11月30日まで）及び前第３四半期累計期間（平成21年３月１日から平成21年11月30日まで）に係る四半期財務諸

表についてはあずさ監査法人による四半期レビューを受け、当第３四半期会計期間（平成22年９月１日から平成22年

11月30日まで）及び当第３四半期累計期間（平成22年３月１日から平成22年11月30日まで）に係る四半期財務諸表

については、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、あずさ監査法人は監査法人の種類の変更により、平成22年７月１日をもって有限責任 あずさ監査法人となっ

ております。

　

３　四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】
(1)【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年11月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 447,208 476,304

売掛金 64,861 35,805

商品 750,485 637,025

その他 142,779 141,464

貸倒引当金 △668 △367

流動資産合計 1,404,667 1,290,232

固定資産

有形固定資産

建物（純額） ※1
 389,991

※1, ※2
 345,548

土地 141,555 ※2
 141,555

その他（純額） ※1
 148,298

※1
 124,725

有形固定資産合計 679,844 611,828

無形固定資産 19,552 3,449

投資その他の資産

敷金及び保証金 434,472 361,740

その他 81,114 61,859

貸倒引当金 － △2,666

投資その他の資産合計 515,587 420,933

固定資産合計 1,214,984 1,036,211

資産合計 2,619,652 2,326,444

負債の部

流動負債

買掛金 11,874 14,504

短期借入金 323,000 217,000

1年内返済予定の長期借入金 184,021 205,254

未払法人税等 32,317 121,275

賞与引当金 38,540 72,884

その他 326,762 325,283

流動負債合計 916,515 956,201

固定負債

長期借入金 308,865 351,373

リース債務 4,169 5,419

固定負債合計 313,034 356,792

負債合計 1,229,550 1,312,994
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年11月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 360,193 238,700

資本剰余金

資本準備金 295,193 173,700

資本剰余金合計 295,193 173,700

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 734,714 601,050

利益剰余金合計 734,714 601,050

株主資本合計 1,390,102 1,013,450

純資産合計 1,390,102 1,013,450

負債純資産合計 2,619,652 2,326,444
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(2)【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年11月30日)

当第３四半期累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年11月30日)

売上高 3,850,260 4,638,550

売上原価 1,321,888 1,630,317

売上総利益 2,528,372 3,008,232

販売費及び一般管理費 ※
 2,228,235

※
 2,724,795

営業利益 300,136 283,437

営業外収益

受取利息 86 99

自販機収入 6,105 7,865

その他 1,219 2,556

営業外収益合計 7,410 10,521

営業外費用

支払利息 7,757 7,532

その他 507 80

営業外費用合計 8,264 7,612

経常利益 299,282 286,346

特別損失

固定資産売却損 809 －

固定資産除却損 393 －

店舗閉鎖損失 18,107 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 6,592 －

特別損失合計 25,903 －

税引前四半期純利益 273,378 286,346

法人税、住民税及び事業税 116,596 107,327

法人税等調整額 9,661 21,075

法人税等合計 126,257 128,402

四半期純利益 147,121 157,944
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【第３四半期会計期間】
（単位：千円）

前第３四半期会計期間
(自　平成21年９月１日
　至　平成21年11月30日)

当第３四半期会計期間
(自　平成22年９月１日
　至　平成22年11月30日)

売上高 1,381,502 1,681,328

売上原価 469,813 581,625

売上総利益 911,689 1,099,703

販売費及び一般管理費 ※
 753,449

※
 956,079

営業利益 158,240 143,623

営業外収益

受取利息 12 4

自販機収入 1,873 2,710

その他 7 231

営業外収益合計 1,894 2,946

営業外費用

支払利息 2,640 2,234

その他 47 48

営業外費用合計 2,688 2,283

経常利益 157,445 144,287

特別損失

固定資産除却損 361 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 6,592 －

特別損失合計 6,954 －

税引前四半期純利益 150,491 144,287

法人税、住民税及び事業税 49,796 48,477

法人税等調整額 17,344 18,703

法人税等合計 67,140 67,181

四半期純利益 83,351 77,105
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成21年３月１日
　至　平成21年11月30日)

当第３四半期累計期間
(自　平成22年３月１日
　至　平成22年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 273,378 286,346

減価償却費 63,913 87,473

のれん償却額 － 257

賞与引当金の増減額（△は減少） △14,229 △34,344

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,864 △2,365

株主優待引当金の増減額（△は減少） △1,170 △1,532

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 6,592 －

受取利息及び受取配当金 △86 △99

支払利息 7,757 7,532

固定資産売却損益（△は益） 809 －

固定資産除却損 393 －

店舗閉鎖損失 1,047 －

賃貸資産の取得による支出 － △1,794

売上債権の増減額（△は増加） △19,865 △29,055

たな卸資産の増減額（△は増加） △97,697 △116,121

仕入債務の増減額（△は減少） 10,718 △2,629

未払金の増減額（△は減少） △1,391 6,227

その他 27,142 6,112

小計 260,176 206,006

利息及び配当金の受取額 77 97

利息の支払額 △7,666 △7,711

法人税等の支払額 △119,615 △191,410

営業活動によるキャッシュ・フロー 132,971 6,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △125,666 △162,916

有形固定資産の売却による収入 150 －

無形固定資産の取得による支出 △2,160 △300

敷金及び保証金の差入による支出 △67,725 △78,079

敷金及び保証金の回収による収入 2,282 4,345

長期前払費用の取得による支出 △14,260 △26,698

事業譲受による支出 － ※２
 △24,835

その他の支出 － △6,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △207,380 △294,984

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 95,502 106,000

長期借入れによる収入 240,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △132,284 △163,741

株式の発行による収入 － 242,106

配当金の支払額 △21,340 △24,209

その他 △830 △1,249

財務活動によるキャッシュ・フロー 181,046 258,906

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 106,637 △29,095

現金及び現金同等物の期首残高 255,678 462,898

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 362,316

※１
 433,802
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【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第３四半期累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年11月30日）

会計処理基準に関する事項

の変更

企業結合に関する会計基準の適用

第３四半期会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20

年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する摘用指針」（企業

会計基準摘用指針第10号　平成20年12月26日）を適用しております。　

　

　

【簡便な会計処理】

当第３四半期累計期間
（自　平成22年３月１日　至　平成22年11月30日）

１．棚卸資産の評価方法

　当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期会計期間末の実地棚卸高を基礎

として合理的な方法により算定する方法によっております。

２．固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している固定資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法を採用して

います。

　 

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

　該当事項はありません。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成22年11月30日）

前事業年度
（平成22年２月28日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額 ※１　有形固定資産の減価償却累計額

381,929千円 298,497千円

　２　担保資産及び担保付債務 ※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産については、前事業年度の末日

に比べて著しい増減が認められないため、記載を省略

しております。

　担保に供している資産は次のとおりであります。

建物 49,436千円

土地 141,555千円

計 190,992千円

　 　上記に対応する債務は次のとおりであります。

　 短期借入金 －千円

長期借入金 140,000千円

（１年以内返済予定長期借入金含む）

　

（四半期損益計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年11月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給与手当 853,313千円

賞与引当金繰入額 35,428千円

賃借料 463,090千円

給与手当 1,010,658千円

賞与引当金繰入額 38,540千円

賃借料 598,506千円

　

前第３四半期会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次

のとおりであります。

給与手当 292,263千円

賃借料 159,459千円

給与手当 348,281千円

賃借料 211,843千円
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年11月30日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成21年11月30日現在） （平成22年11月30日現在）

現金及び預金勘定 375,722千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △13,406千円

現金及び現金同等物 362,316千円

　

※２　　　　　　　　　　　―

現金及び預金勘定 447,208千円

預入期間が３ヵ月を超える定期預金 △13,406千円

現金及び現金同等物 433,802千円

　

※２　事業譲受により増加した資産及び負債の主な内訳

当第３四半期会計期間に株式会社Cariruより譲

受けた資産及び負債の内訳並びに事業譲受価額と

事業譲受による支出との関係は次のとおりであり

ます。

　

有形固定資産 7,705千円

無形固定資産 9,413千円

のれん 7,716千円

事業譲受価額 24,835千円

株式会社Cariruの現金及び現金

同等物

―千円

差引：事業譲受による支出 24,835千円
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（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成22年11月30日）及び当第３四半期累計期間（自　平成22年３月１日　至　平成22年

11月30日）

１　発行済株式の種類及び総数

普通株式　2,721,800株

　

２　自己株式に関する事項

　該当事項はありません。

　

３　新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

　

４　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年５月28日

定時株主総会
普通株式 24,280 2,000平成22年２月28日平成22年５月31日利益剰余金

　

(2）基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当

四半期会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　

５　著しい変動があった場合の事項

　当社は、平成22年６月28日付で公募による新株発行の払込み及び平成22年７月８日付で第三者割当による新株

発行の払込みを受けました。この結果、第２四半期会計期間において資本金が121,493千円、資本準備金が121,493

千円増加し、当第３四半期会計期間末において資本金が360,193千円、資本準備金が295,193千円となっておりま

す。

　

（リース取引関係）

　リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理を行っておりますが、当四半期会計期間におけるリース取引残高は前事業年度末に比べて

著しい変動が認められないため、記載しておりません。

 

（有価証券関係）

　有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度と比較して著しい変動が認められないため、記載

しておりません。

 

（デリバティブ取引関係）

　該当事項はありません。

 

（ストック・オプション等関係）

　該当事項はありません。

　

（持分法損益等）

　該当事項はありません。
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（企業結合等関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年９月１日
　　至　平成22年11月30日）

（事業の譲受）

　当社は、株式会社Cariruのブランドレンタル事業について、平成22年９月10日付で事業譲渡契約書を締結し、平成22年10

月１日付で当該事業を譲り受けました。

（１）企業結合を行った主な理由　

　当社は、幅広いジャンルのリユース品を扱うリユース事業を主たる事業とし、首都圏を中心に総合リユース業態の

「トレジャーファクトリー」と服飾専門リユース業態の「トレジャーファクトリースタイル」の出店・展開を進めて

まいりました。一方で、リユース事業と関連のある分野での新規事業として、レンタル事業等の検討を進めてまいりま

した。

　この度、当社の取り扱っているリユース品と商材が重複するブランドバッグ等のレンタル事業を譲り受けることによ

り、既存事業とのシナジー効果を発揮しながら、顧客に提供するサービスの拡充を図ることができるものと判断したこ

とから、今回の事業譲受に至りました。

　

（２）相手企業の名称及び取得した事業の内容、企業結合

　　日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称

　① 相手企業の名称　株式会社Cariru

　② 取得した事業の内容　

　 　ブランドバッグ等のレンタル及び販売事業　

　③ 企業結合日　平成22年10月１日

　④ 企業結合の法的形式　事業譲受

　⑤ 統合後企業の名称　株式会社トレジャー・ファクト

　　 リー　

　

（３）四半期会計期間及び四半期累計期間に係る四半期損

益計算書に含まれる被取得企業又は取得した事業の業績の期間

　　自 平成22年10月１日　至 平成22年11月30日　

　

（４）取得した事業の取得原価及びその内容　　　

① 取得の対価（現金）　 24,835千円

② 取得に直接要した支出　  　― 千円

③ 取得原価 24,835千円

　

（５）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び

　　償却期間

　① のれんの金額　　　　　　　　　　　　7,716千円

　② 発生原因

　　 今後の事業展開によって期待される将来の収益力か

   ら発生したものであります。

　③ 償却方法及び償却期間

　　 発生時から５年定額法で償却しております。　
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当第３四半期会計期間
（自　平成22年９月１日
　　至　平成22年11月30日）

（６）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の

    額並びにその主な内容

 ① 資産

有形固定資産 7,705千円

無形固定資産 9,413千円

のれん 7,716千円

資産合計 24,835千円

 ② 負債　　　該当事項はありません。

　

（７）当該企業結合が当会計年度開始の日に完了したと仮

定した場合の当四半期累計期間に係る四半期損益計算書に及ぼす影響の概算額

　金額の重要性が乏しいため、記載をしておりません。　

　なお、当該影響の概算額につきましては監査証明を受けておりません。　
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（１株当たり情報）

１　１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
（平成22年11月30日）

前事業年度末
（平成22年２月28日）

510.73円 83,480.24円

（注）当社は平成22年３月１日付で１株につき200株の割合をもって株式分割を行っております。当該株式分割が前事

業年度の開始の日に行われたと仮定した場合における前事業年度の１株当たり純資産額は417.40円であります。　

　

２　１株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

前第３四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年11月30日）

１株当たり四半期純利益 12,249.95円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 11,902.10円

１株当たり四半期純利益 60.89円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 59.70円

（注）１．１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであ

ります。

項目
前第３四半期累計期間
（自　平成21年３月１日
至　平成21年11月30日）

当第３四半期累計期間
（自　平成22年３月１日
至　平成22年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（千円） 147,121 157,944

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 147,121 157,944

期中平均株式数（株） 12,010 2,593,799

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 351 51,983

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要
－ －

（注）２. 当社は平成22年３月１日付で１株につき200株の割合をもって株式分割を行っております。当該株式分割が前

事業年度の開始の日に行われたと仮定した場合における前第３四半期累計期間の１株当たり四半期純利益金額

は61.25円、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益59.51円であります。
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前第３四半期会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

１株当たり四半期純利益 6,940.19円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 6,730.59円

１株当たり四半期純利益 28.33円

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 27.89円

（注）１．１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は以下のとおりであ

ります。

項目
前第３四半期会計期間
（自　平成21年９月１日
至　平成21年11月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成22年９月１日
至　平成22年11月30日）

１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益（千円） 83,351 77,105

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 83,351 77,105

期中平均株式数（株） 12,010 2,721,800

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 　 　

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 374 42,691

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり

四半期純利益の算定に含まれなかった潜在株式の概要
－ －

（注）２. 当社は平成22年３月１日付で１株につき200株の割合をもって株式分割を行っております。当該株式分割が前

事業年度の開始の日に行われたと仮定した場合における前第３四半期会計期間の１株当たり四半期純利益金額

は34.70円、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益33.65円であります。

　

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　 

平成22年１月12日

株式会社トレジャー・ファクトリー

取締役会　御中

　 

あずさ監査法人

　 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 堀　切　　　　進　印

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 坂　井　　知　倫　印

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社トレ

ジャー・ファクトリーの平成21年3月1日から平成22年2月28日までの第15期事業年度の第3四半期会計期間（平成21年9

月1日から平成21年11月30日まで）及び第3四半期累計期間（平成21年3月1日から平成21年11月30日まで）に係る四半期

財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レ

ビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に

対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的

手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トレジャー・ファクトリーの平成21年11月30日現在の財政状態、同日

をもって終了する第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の経営成績並びに第2四半期累計期間のキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　 

（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書

提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

　 

平成23年１月12日

株式会社トレジャー・ファクトリー

取締役会　御中

　 

有限責任 あずさ監査法人

　 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 堀　切　　　　進　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 坂　井　　知　倫　印

 

　監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社トレジャー

・ファクトリーの平成22年3月1日から平成23年2月28日までの第16期事業年度の第3四半期会計期間（平成22年9月1日か

ら平成22年11月30日まで）及び第3四半期累計期間（平成22年3月1日から平成22年11月30日まで）に係る四半期財務諸

表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを

行った。この四半期財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期財務諸表に対する結

論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的

手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠

して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社トレジャー・ファクトリーの平成22年11月30日現在の財政状態、同日

をもって終了する第3四半期会計期間及び第3四半期累計期間の経営成績並びに第3四半期累計期間のキャッシュ・フ

ローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　 

（注）１　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告書

提出会社)が別途保管しております。

２　四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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